
川のリズム
イリノイ州 - ミネソタ州 - ウィスコンシン州 - アイオワ州 -  

ミズーリ州 - テネシー州ミシシッピ州 - ルイジアナ州



川のリズム

出発地のオプション 1
イリノイ州シカゴからスプリングフィールドへ  3 時間 11 分／325 キロメートル
イリノイ州スプリングフィールドからミズーリ州セントルイスへ  1 時間 30 分／155 キロメートル

出発地のオプション 2
ミネソタ州ミネアポリスおよびブルーミントンからアイオワ州ダビュークへ  4 時間 39 分／406 キロメートル
アイオワ州ダビュークからミズーリ州ハンニバルへ  3 時間 48 分／392 キロメートル
ミズーリ州ハンニバルからセントルイスへ  1 時間 54 分／188 キロメートル

セントルイスから旅を続ける
ミズーリ州セントルイスからテネシー州ナッシュビルへ  4 時間 35 分／497 キロメートル
テネシー州ナッシュビルからメンフィスへ  3 時間 12 分／341 キロメートル
テネシー州メンフィスからミシシッピ州クリーブランドへ  2 時間 1 分／185 キロメートル
ミシシッピ州クリーブランドからナチェズへ  3 時間 13 分／290 キロメートル
ミシシッピ州ナチェズからルイジアナ州ニューオーリンズへ  2 時間 50 分／283 キロメートル
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イリノイ州シカゴから出発
 まずは、「ザ・ビーン」の愛称で呼ばれるミレニアムパーク（Millennium 
Park）にある彫刻、クラウドゲート（Cloud Gate）、ウィリスタワー（Willis 
Tower）の階にあるスカイデックシカゴ（Skydeck Chicago）のガラス
張りのバルコニー、ネイビーピア（Navy Pier）にある新しいセンテニア
ル観覧車（Centennial Ferris Wheel）など、有名な見どころを訪ね
ることから始めましょう。フィールド博物館（Field Museum）やシェッ
ド水族館（Shedd Aquarium）からシカゴ美術館（Art Institute of 
Chicago）まで、シカゴには体験型で多くを学べる美術館や博物館がた
くさんあります。毎年恒例のシカゴ・ブルース・フェスティバル（Chicago 
Blues Festival）はもちろん、バディ・ガイズ・レジェンズ（Buddy Guy’s 

Legend）などクラブも充実するなど、毎晩さまざまなジャンルのライブ
を楽しむことができます。生演奏が聴ける会場やクラブはシカゴ市内だ
けで 200 を超え、アットホームなスポットから、大規模なコンサート会
場、歴史ある音楽ホールまで揃っています。ジーノズイースト（Gino’s 
East）やルーマルナッティーズ（Lou Manati’s）の深皿焼きのピザや、
街中で見つかるシカゴ風ホットドッグをぜひ味わってみましょう。シカ
ゴで盛り上がりを見せている地ビールシーンを探求するなら、ハーフエ
イカー（Half Acre）など近隣の醸造所のツアーや試飲がお勧めです。 
 
宿泊地：イリノイ州シカゴ

オプション：イリノイ州シカゴから始める旅

ミレニアムパークのクラウドゲート



イリノイ州スプリングフィールドからミズーリ州
セントルイスへ

セントルイスに行く途中の、イリノイ州ジラードにあるドックス・ソーダ・ファウンテ
ン（Doc’s Soda Fountain）に立ち寄って、ルート・ビア・フロートや巨大なバナナ
スプリットを味わいましょう。スプリングフィールドからルート 66 に入り、セントル
イス方面に 30 分ほど行った所にあります。セントルイスでは、アメリカで最も背の
高い人工モニュメントであるゲートウェイアーチ（Gateway Arch）を見学できま
す。この象徴的な形のアーチは、50 年間にわたり観光客を迎え入れてきました。名
高い建築家であるエーロ・サーリネンが設計を手がけたゲートウェイアーチは、 
トーマス・ジェファーソンの構想とアメリカの西部開拓におけるセントルイスの役
割を記念して建造されました。セントルイスは多様なミュージックシーンがあるこ
とで知られています。すばらしい生演奏を聞いてみたい方は、ソーラード地区へ。お
いしい食事と音楽を楽しみたい時はおしゃれな郊外型ビストロがお勧めです。夜
はザ・ループ（the Loop）地区にひしめくミュージッククラブやエスニックレストラ
ン、ユニークなブティックを巡ってみてはいかがですか。チャック・ベリーが定期的
に出演していたブルーベリーヒル（Blueberry Hill）やザ・ビール・オン・ブロード
ウェイ（The Beale on Broadway）を訪れ、ブルース、ソウル、＆のライブを堪能
しましょう。国立ブルース博物館（National Blues Museum）もお見逃しなく。

宿泊地：ミズーリ州セントルイス

イリノイ州シカゴからスプリングフィールドへ

シカゴから、由緒あるルート 66（Route 66）に乗れば、真のアメリカを肌で感じる
ことができます。シカゴからロサンゼルスまでを結ぶこの有名な道路は、約 483 キ
ロメートルにわたってイリノイ州を横断しており、沿道には家庭的なカフェ、一風変
わったお店、ユニークな見どころなどが点在しています。リンカーンにある大きな
レールスプリッターの幌馬車（Railsplitter Covered Wagon）や、リビングスト
ンのピンク・エレファント・アンティーク・モール（Pink Elephant Antique Mall）
の近くにある巨大なピンクのゾウの前で写真を撮りましょう。ポンティアックにあ
るイリノイ州ルート 66 協会（Route 66 Association of Illinois）の殿堂博物館

（Hall of Fame and Museum）では、ルート 66 のゆかりの品々に触れることが
できます。ここから南に約時 2 間走ったところにあるスプリングフィールドでは、エ
イブラハム・リンカーン大統領図書館博物館（Abraham Lincoln Presidential 
Library Museum）、旧州議会議事堂（Old State Capitol）、リンカーンの家国
立史跡（Lincoln Home National Historic Site）を通して、エイブラハム・リン
カーンの一生を学ぶことができます。

宿泊地：イリノイ州スプリングフィールド

ルート 66

ゲートウェイアーチ

3 時間 11 分／325 キロメートル

1 時間 30 分／155 キロメートル



ミネソタ州ミネアポリスとブルーミントンから始める
ミシシッピ川（Mississippi River）に沿ってメキシコ湾（Gulf of 
Mexico）まで旅すれば、多様で豊かな音楽文化に触れることができま
す。ミネソタ州ミネアポリスにあるファーストアベニュー（First Avenue）
を訪れて、プリンスの音楽に浸ってみませんか。以前はグレイハウンド

（Grey Hound）のバス停留所だったこの建物は、今やミネアポリス
のライブ音楽シーンの拠点となっています。プリンスはここで定期的に
パフォーマンスを行い、自分が生み出した斬新なサウンドを試してい
ました。ファーストアベニューは、1983 年にパープルレインのアルバム
バージョンの収録に利用され、彼が主役を務めた同名映画のロケ地
にもなりました。プリンスの自宅兼録音スタジオであったペイズリー 
パーク（Paisley Park）では、毎日ツアーを実施しており、彼の個性的
な服や賞の数々、その他の思い出の品を見ることができます。アーティ

ストのロック・「Cyfi」・マルティネスが、プリンスの死後に番街とヘネピ
ン（Hennepin）通りの角に描いた壁画は必見です。ミネアポリスに長
めに滞在して、ハイウェイ 61（Highway 61）沿いのボブ・ディランゆか
りの地を巡るツアーに参加してみてはいかがでしょう。ディランが生ま
れたミネソタ州ダルースと、彼が少年時代を過ごしたヒビングを訪れ
た後、ディランの独特なサウンドが培われたミネソタ大学のキャンパス
へ向かいます。ダルースの中心部を通る全長約キロメートルの道路、「
ボブ・ディラン・ウェイ」（Bob Dylan Way）の終点があるアーマリー・ 
アーツ＆ミュージック・センター（Armory Arts & Music Center）で日
を締めくくりましょう。宿泊地：ミネソタ州ミネアポリス／ブルーミントン。 
 
宿泊地：ミネソタ州ミネアポリス／ブルーミントン

オプション 2：ミネソタ州ミネアポリスとブルーミントンから始める旅

ミネアポリスのミネアポリス・スカルプチャー・ガーデン



ミネソタ州ミネアポリスおよび 
ブルーミントンからアイオワ州ダビュークへ

グレート・リバー・ロード（Great River Road）をウィスコンシン州ラクロス（La Cosse）ま
で進みます。約 183 メートルの高さを誇るグランダッドブラフ（Grandad Bluff）で、ミシシ
ッピ川の渓谷の絶景を楽しみましょう。ここからウィスコンシン州、ミネソタ州、アイオワ州ま
で見渡せます。ウィスコンシン州の歴史ある美しい町、プレーリー・ドゥ・シーン（Prairie du 
Chien）は、ウィスコンシン州で 2 番目に古いコミュニティです。7月下旬にはプレーリー・ド
ッグ・ブルース・フェスティバル（Prairie Dog Blues Festival）が開催されます。川を渡って
アイオワ州のエフィジーマウンズ国定公園（Effigy Mounds National Monument）を訪
れましょう。ミシシッピ川上流の渓谷の風光明媚なエリアにあるこの国定公園には、アメリ
カ先住民が先史時代に作った 200 以上の土塁が保存されています。土塁には鳥や熊をかた 
どったものが多く、楽しみながら見学できます。次にアイオワ州で最も歴史のある都市、
ダビュークへ。ここでは、ミシシッピリバーウォーク（Mississippi Riverwalk）エリア
を、コミュニティがいかにして人気のスポットへと変貌させたのかが分かります。ここで
は、スミソニアン系列のナショナル・ミシシッピ・リバー・ミュージアム＆水族館（National 
Mississippi River Museum and Aquarium）にぜひ足を運んでみてください。夏に
は、川岸の円形劇場で生演奏が楽しめます。

宿泊地：アイオワ州ダビューク

アイオワ州ダビュークから 
ミズーリ州ハンニバルへ

ミズーリ州ハンニバルまでさらに南下します。アメリカの著名な作家、マーク・トウェイン
が少年時代を過ごした歴史ある川沿いの町を散策しましょう。世界的に有名なマーク・
トゥウェイン・ケーブ（Mark Twain Cave）とマーク・トウェインの少年時代の家と博物
館（Mark Twain Boyhood Home & Museum）を見学した後は、ショーを鑑賞した
り、ゴーストツアーに参加したり、ユニークなアートギャラリーを巡ったりしてみてはい
かがですか。リバーボートでのディナークルーズに参加すれば、トゥウェインが体験した
雄大なミシシッピ川の魅力を実感できることでしょう。

宿泊地：ミズーリ州ハンニバルミシシッピ・リバー・ウォーク

4 時間 39 分／406 キロメートル

3 時間 48 分／392 キロメートル



ミズーリ州ハンニバルから 
ミズーリ州セントルイスへ

セントルイスには、アメリカで最も背の高い人工モニュメン
トである有名なゲートウェイアーチがあります。この象徴的
な形のアーチは, 50 年間にわたり観光客を迎え入れてきま
した。名高い建築家であるエーロ・サーリネンが設計を手
がけたゲートウェイアーチは、トーマス・ジェファーソンの構
想とアメリカの西部開拓におけるセントルイスの役割を記
念して建造されました。セントルイスは多様なミュージック
シーンがあることで知られています。すばらしい生演奏を聞
いてみたい方は、ソーラード地区へ。おいしい食事と音楽を
楽しみたい時はおしゃれな郊外型ビストロがお勧めです。
夜はザ・ループ（The Loop）地区にひしめくミュージックク
ラブやエスニックレストラン、ユニークなブティックを巡って
みてはいかがですか。チャック・ベリーが定期的に出演して
いたブルーベリーヒル（Blueberry Hill）やザ・ビール・オ
ン・ブロードウェイ（The Beale on Broadway）を訪れ、
ブルース、ソウル、＆のライブを堪能しましょう。国立ブルー
ス博物館（National Blues Museum）もお見逃しなく。

宿泊地：ミズーリ州セントルイスへ

ダビュークのダビューク・ショット・タワー

1 時間 54 分／188 キロメートル



ミズーリ州セントルイスからテネシー州ナッシュビル

カントリーミュージックの故郷、テネシー州ナッシュビルを訪れずに音
楽の旅を終えることはできません。カントリーミュージック殿堂博物
館（Country Music Hall of Fame and Museum）では、レコーデ
ィング資料、タッチスクリーン、思い出の品を通して、カントリーミュー 
ジックのルーツから現在までを紹介しています。ドリー・パートンなどの
アーティストがレコーディングに使った RCA スタジオ B（RCA Studio 
B）も見学できます。グランド・オール・オプリ（Grand Ole Opry）は、カ
ントリー界の現在のスターによる演奏を鑑賞できる場所です。かつてオ
プリの公開生放送の会場に使われていた歴史ある教会の建物、ライマ
ン公会堂（Ryman Auditorium）では、さまざまなジャンルの音楽のコ

ンサートが開催されています。近くにあるフリスト・センター・フォー・ザ・
ビジュアル・アーツ（Frist Center for the Visual Arts）では、新しい
展示が定期的に行われています。アールデコ建築の建物はそれだけで
も一見の価値があります。お腹が空いたら、「ミート・アンド・スリー」のレ
ストランを探しましょう。素朴な料理が並ぶメニューから、肉料理品、サ
イドディッシュ品を選ぶことができます。黄金色に揚がったフライドチキ
ン、クリーミーなマッシュポテト、コーン、豚肉と一緒に調理したカラー
ドグリーンは特にお勧めです。長めに滞在して、ナッシュビルの魅力を
味わい尽くしましょう。

宿泊地：テネシー州ナッシュビル

オプションとオプション：ミズーリ州セントルイスから

テネシー州ナッシュビル

4 時間 35 分／497 キロメートル



テネシー州ナッシュビルから 
メンフィスへ

テネシー州メンフィス方面に進み、グレート・リバー・ロードのあ
るミシシッピ川沿いに進路を戻します。音楽愛好家の聖地メン
フィスで外せないのが、サンスタジオのツアー。 B.B. キングやエ
ルビス・プレスリーなど、ブルースやロックのレジェンドたちが初
期のヒット曲を録音したスタジオを自分の目で確かめましょう。
グレースランドでは、プレスリーの足跡を辿ることができます。ソ
ウルとゴスペルに興味があるなら、スタックス・アメリカン・ソウ
ル・ミュージック博物館（Stax Museum of American Soul 
Music）へ向かいましょう。オーティス・レディングなど、スタック
スレコードに所属していたアーティストにゆかりの品々が展示
されており、アイザック・ヘイズの金メッキを施したキャディラッ
クも見ることができます。メンフィスの現代のサウンドを聞いて
みたい方は、ビールストリート（Beale Street）歩いてみましょ
う。ここでは、どの建物のドアを開けても、生演奏が聞こえてき
ます。また、バーベキューのおいしそうな匂いも漂ってきます。ド
ライラブのリブやスモーク・プルドポークのサンドイッチなど、地
元の料理を味わいましょう。

宿泊地：テネシー州メンフィス ナチェズのログウッドハウス

3 時間 12 分／341 キロメートル



ミシシッピ州クリーブランドからナチェズへ

ナチェズ・トレース・パークウェイ（Natchez Trace Parkway）に入る前に、
ミシシッピ州インディアノラに立ち寄りましょう。 B.B. キング博物館（B.B. 
King Museum）では、アメリカの真の芸術形態であるブルースの大衆
化に貢献した人々を示す地図が展示されています。ナチェズ・トレース・ 
パークウェイに入り、ミシシッピ州で最古の開拓地、ナチェズへ向かいまし
ょう。途中、かつてプランテーションが行われていた場所や復元された南
北戦争前の邸宅のそばを通ります。これらの邸宅のいくつかをゆっくりと
時間をかけて見学し、南部の歴史に思いを馳せてみてはいかがですか。 

宿泊地：ミシシッピ州ナチェズ

テネシー州メンフィスからミシシッピ州 
クリーブランドへ

ミシシッピ・ブルース・トレイル（Mississippi Blues Trail）を辿り、ミシシッ
ピ州クラークスデールへ。この街には、ハイウェイ 61 と 49 が交差する「ク
ロスロード」があります。クラークスデールと周辺のデルタ地域は、「ブルー
ス発祥の地」として知られています。デルタブルース博物館（Delta Blues 
Museum）がここにあるのもうなずけます。さらに南下し、1895 年に設立さ
れた綿農園、ドッケリーファーム（Dockery Farms）があるミシシッピ州ク 
リーブランドまで行きます。この農園で働いていたアフリカ系アメリカ人の人、
チャーリー・パットンは、後にアメリカの真の芸術形態であるブルースの形成
に多大なる影響を与えました。クリーブランドには、グラミー・ミュージアム・
ミシシッピ（GRAMMY Museum Mississippi）もあります。

宿泊地：ミシシッピ州クリーブランド

ビールストリート

フレンチクォーター

2 時間 1 分／185 キロメートル

3 時間 13 分／290 キロメートル



ミシシッピ州ナチェズからルイジアナ州ニューオーリンズへ

ロードトリップの最後を飾るのは、雄大なミシシッピ川がメキシコ湾に
流れ込む河口の街、ルイジアナ州ニューオーリンズです。途中、ルイジア
ナ州の州都で、ルイジアナ州のあらゆるものの中枢でもあるバトンルー
ジュに立ち寄りましょう。バトンルージュには、ルイジアナ州の多様な文
化を体験するのにぴったりです。独特の建築を見学し、おいしい食べ物
を食べ、ユニークな文化を学ぶことで、300 年を超えるこの街の歴史の
概要を知ることができます。
バトンルージュの観光を終えたら、ニューオーリンズへ向かいます。こ
の街は、何世紀も前に作られたコテージや歴史ある美しい墓地など、 
シャッターチャンスに事欠きません。ガイド付きツアーなら、この街の
魅力を効率よく学ぶことができます。歴史情緒あふれるフレンチクォー
ターを散策したり、ニューオーリンズの墓地、ブードゥー、幽霊話をたど
るツアーに参加したりしてみましょう。また、ニューオーリンズは音楽の
町でもあります。プリザベーションホール（Preservation Hall）には、
腕利きのミュージシャンが入れ替わり立ち代り登場し、アコースティッ
クに適した施設で伝統的なニューオーリンズジャズを満喫することが

できます。スタンディングが希望なら早くから並ぶしかありませんが、 
座ってゆっくり見たいなら、座席数は限られているものの購入すること
が可能です。その他、スポッテッド・キャット・ミュージック・クラブ（The 
Spotted Cat Music Club）があるフレンチメンストリートもライブ音
楽の中心地として知られています。居心地の良い会場内には毎晩 3 つ
のバンドが登場し、様々なスタイルのジャズ演奏で観客たちを楽しませ
てくれます。ニューオーリンズを訪れたら、料理、カクテル文化も是非体
験してください。カフェから高級レストランまで揃うこの町では、砂糖を
まぶしたベニエから、おいしそうな匂いのジャンバラヤ、スパイスがきい
たアンドゥイユソーセージまでの地元料理を思う存分味わうことができ
ます。ジャズフェスティバル、マルディグラ、ニューオーリンズ・ジャズ国立
歴史公園（New Orleans Jazz National Historical Park）など、見
どころやアクティビティが盛りだくさんのニューオーリンズは、旅の締め
くくりにぴったりです。

宿泊地：ルイジアナ州ニューオーリンズ

法国区

2 時間 50 分／283 キロメートル

アメリカ旅行のヒントやアイディアが満載の GoUSA.jp をご覧ください。


